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特長

スマートフォンで、エアコン生活がさらに便利に。

外出先から 
確認・運転／停止。

いつでもどこでも 
運転状況が確認できます。

リビングから子供部屋の 
室温調整が可能。

家の中で、他の部屋の 
エアコンの運転・ 
停止が行えます。

【お知らせ】

機種ごとに使える機能は異なります。詳細はホームページの 

「DaikinAPPでできる基本機能」をご確認ください。

目 次



安全上のご注意 目 次

必ずお守りください
この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、い
ろいろな表示をしています。 
内容（表示･図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載
事項をお守りください。
■■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容
を、次のように区分しています。

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

 注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示し
ています。

■■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

「してはいけないこと」を表しています。

「しなければならないこと」を表しています。

 警告
■■分解や改造、修理をしない。■

（火災や感電、けがの原因）

■■ぬれた手で本製品を扱わない。■
（感電や火災の原因）

禁止



安全上のご注意 目 次

■■本体をぬらしたり、浴室などでは使用しない。■
（感電や火災の原因）

■■心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性がある
場所では、本製品を使用しない。■

（ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の
原因）

■■心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで使用し
ない。■

（近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与え
るおそれ）

■■自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くでは、本製品を
使用しない。■

（機器の誤動作による事故の原因）

■■異常なニオイがしたり、異常音がしたり、過熱、発煙したときは、
すぐにエアコンの電源プラグを抜く。■

（火災、故障の原因）
 ◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

■■本製品を落としたり、ケースを破損した場合は、エアコンの電源
プラグを抜く。■

（火災や感電の原因）
 ◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

禁止

必ず実施



安全上のご注意 目 次

 注意
■■幼児の手の届く場所には取り付けない。■

（けがの原因）

■■接続アダプターを取り付ける際やお手入れ時には、不安定な台に
乗らない。■

（転倒など、けがの原因）

■■次のような方がご使用になる場合は、管理できる人が近くにいる
ときに使用する。■
乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方、身体の不自由な方■

（体調を崩す原因）

ご使用上の注意
■■電子レンジの近くで本製品を使用しない。■

（無線LANの通信に影響を及ぼす原因）

■■次の場所では、使用、保管しない。
• 直射日光があたる場所
• 通風・換気が悪い場所
• 雨、霧などが直接入り込むような場所
• 極端な高温、低温の場所
• ほこりの多い場所

禁止

必ず実施



安全上のご注意 目 次

無線LANをご使用になるにあたってのご注意
■■セキュリティ設定について

 ◆無線LANは電波を使ってデータを送受信するため盗聴や不正な
アクセスを受けるおそれがあります。 
無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分にご理
解いただいたうえ、データの安全を確保するためセキュリティ
設定を行ってください。

■■無線LAN接続アダプターと電波法について
 ◆この無線LAN接続アダプターには、工事設計認証を取得している
無線装置を内蔵しているため免許を申請する必要はありません。

電波に関する注意
■■無線LAN接続アダプターは、次の場所で使用しない。
• 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
• 2.4GHz付近の電波を使っているものの近く 
（電波が届かない原因）

有線LANをご使用になるにあたってのご注意
■■LANケーブルの配線について

 ◆LANケーブルを手で引っ張ったり、LANケーブルに物を掛けた
り、しないでください。 

（接続アダプターの破損や落下、LANケーブルの断線の原因）
 ◆LANケーブルに手足などを引っかけて転倒によるけが、また衣
服や器物などの破損の原因となるおそれがあります。 
有線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分にご理
解いただいたうえご使用ください。



安全上のご注意 目 次

お知らせ
 ◆スマートフォンで操作した内容はワイヤレスリモコンの表示部 
には反映されません。
 ◆スマートフォンからエアコンを操作する場合は、エアコンから
の受信音は鳴りません。故障ではありません。 

（一部の機種では受信音や音声でお知らせします。）
 ◆接続アダプターはワイヤードリモコンやHAなどの集中管理機
器とは併用できません。
 ◆エアコンの機種によっては、エアコンが停止中のときは外気温
度は表示されません。（ーー℃と表示されます。）
 ◆誤って操作することを防ぐため、スマートフォンの自動ロック
機能を有効にすることをおすすめします。

• AndroidはGoogle Inc.の商標および登録商標です。
• AOSSは株式会社バッファローの商標および登録商標です。
• その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。
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知っておいてください

はじめにお知らせ

外部からの遠隔操作の有効／無効について

 ◆TESTランプがある機種も
あります。

 ◆インターネットを介して外部からの遠隔操
作について有効、無効の設定を行います。

接続アダプターが見える設置の場合
 ■有効にする場合
［MODE］ボタンを約２秒間長押しする。
RUNランプ（橙色）が点灯します。
 ■無効にする場合
［MODE］ボタンを約２秒間長押しする。
APランプ（黄色）が点灯します。

接続アダプターが見えない設置の場合
 ■有効にする場合
＜自動運転ボタンのリモコンの場合＞
エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約５秒間長押しする。
▲▼ボタンで［４］を選択し、自動運転ボタンを押す。
室内ユニットのタイマーランプが点滅します。

＜おまかせボタンのリモコンの場合＞
エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約５秒間長押しする。
ふたを開けて▲▼ボタンで［モード２切換］を選択し、メニュー／決定ボタ
ンを押す。
室内ユニットのタイマーランプが点滅します。

目 次

1



お知らせ はじめに

 ■無効にする場合
＜自動運転ボタンのリモコンの場合＞
エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約５秒間長押しする。
▲▼ボタンで［３］を選択し、自動運転ボタンを押す。
室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。

＜おまかせボタンのリモコンの場合＞
エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約５秒間長押しする。
ふたを開けて▲▼ボタンで［モード１切換］を選択し、メニュー／決定ボタ
ンを押す。
室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。

 ◆見える設置、見えない設置の詳細はホームページに記載のアダプター取扱
説明書（BRP051A41は据付説明書）を参照してください。

本説明書について
 ◆本説明書は、「Daikin Smart APP」の操作説明を記載しています。 
接続アダプター本体や接続設定などは、ホームページに記載のアダプター
取扱説明書（BRP051A41は据付説明書）を参照してください。

目 次
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各部の名前 はじめに

アプリ画面表示

①■注意マーク（黄色）■

エアコンでエラーが発生して

いるので操作できません。 

エアコン本体を確認してくだ

さい。

②■お知らせマーク（青色）■

接続アダプターのファーム

ウェアに対して、バージョン

アップのお知らせです。タッ

プしてバージョンアップして

ください。

③■カギマーク■

機器ロックコードが設定され

ています。

目 次
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各部の名前 はじめに

アプリ画面表示

①■灰色のアイコン■

エアコンが停止しています。

②■緑色のアイコン■

エアコンが運転しています。

③■お知らせのアイコン■

新着情報の受信をお知らせし

ます。エアコンの機種によっ

ては表示されません。

④■更新ボタン■

最新の機器の情報を読み込み

ます。

 ◆更新時刻は機器の情報を読み

込んだ時刻を表示します。

【お知らせ】

 ◆アプリ画面表示は１分おきに自動で更新します。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集

1. ［DaikinAPP］のアイコンを

タップして「DaikinAPP」を起

動させる。

 ◆表示される画面に従って設定

および操作してください。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集

「編集」ボタンをタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集

機器設定編集が表示され、設定

する機器「未設定」をタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【機器名称】

機器の名称を登録する。

「機器名称」をタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【機器名称】

【お知らせ】

 ◆機器名称は全角８文字以内で入力してください。

機器名称を入力し「設定」をタッ

プする。

【例】

「エアコン01」と入力する。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【設置場所】

機器が設置されているお部屋の

場所（名称）を設定する。

「設置場所」をタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【設置場所】

設置場所を選択し、「設定」をタッ

プする。

【例】

「リビング」を選択する。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【アイコン】

機器の種類がわかりやすいよう

にアイコンを設定する。

「アイコン」をタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【アイコン】

お好みのアイコンをタップし、

「設定」をタップする。

【例】

「青色」を選択する。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

【お知らせ】

 ◆外部からの遠隔操作が無効なときにも「外から操作設定」は

表示されます。

 ◆インターネットを使用して家

の外から機器を操作できるよ

うにします。

「外から操作設定」をタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

【ご注意】

 ◆外から操作をするときは 操作するエアコンのお部屋の状況に注

意してください。 

ご自分で設定を変更できない方が いる場合は特に注意し

てください。

外から操作設定「入」にする。

 ◆「入」にすると家の外から機器

を操作できます。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

 ◆同じネットワーク上に２つ以

上の接続アダプターがある場

合に表示されます。 

同じ設定にすることで、ご自宅

の外から操作するときに、「機

器設定編集」画面で複数の機器

を確認することができます。

 ◆機器ごとにログインIDとパス

ワードを設定したい場合は「い

いえ」をタップしてください。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

【お知らせ】

 ◆不正な遠隔操作を避け、より安全にご使用いただくために、外か

ら操作設定のパスワードには、他の人が容易に知ることが

できないパスワードを設定することをおすすめします。

パスワードを入力し、「設定」を

タップする。

【パスワードについて】

 ◆８桁から１６桁の半角英数字

で設定してください。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

【お知らせ】

 ◆不正な遠隔操作を避け、より安全にご使用いただくために、外から操作設定

のログインIDおよびパスワードを他の人に知らせないようにしてください。

 ◆ [ログインID]は「外から操作設定」を使ってインターネット経由でス

マートフォンから操作するときに機器を特定するための番号です。

 ◆ログインIDとパスワードは外

から操作する場合に必要にな

ります。 

大切に保管してください。

「完了」をタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

【お知らせ】

 ◆ご自宅の外からの操作をやめる場合は、外から操作設定を

「切」にタップしてください。

設定を終了する場合は「戻る」を

タップする。

 ◆機器設定編集画面に戻ります。

パスワードを変更する場合は 

「ログインIDとパスワード」を

タップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

 ◆ログインIDとパスワードが表示

されます。

パスワードを変更したいときは、

「パスワードを変更する」をタッ

プする。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

新しいパスワードを入力し、「設

定」をタップする。

【パスワードについて】

 ◆８桁から１６桁の半角英数字

で設定してください。

 ◆ログインIDと同じ文字は設定で

きません。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【外から操作設定】

「完了」をタップする。

 ◆設定が終わりました。

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【ネットワーク設定】

ネットワーク設定を変更する場

合は「ネットワーク設定」をタッ

プする。

 ◆詳細はホームページのアダプ

ター取扱説明書（BRP051A41

は据付説明書）で【詳細設定】を

参照してください。

目 次
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【お知らせ】

 ◆就寝時などランプの明るさが気になるときに便利な機能です。

 ◆接続アダプターの表示ランプの

点灯や消灯を設定します。

「アダプターランプ設定」をタッ

プする。

機器設定編集 【アダプターランプ設定】

設定編機器を編集する 目 次

24



アダプターランプ設定の「入」

「切」をタップするごとに切り換

え、設定する。

アダプターランプ設定を終了す

る場合は「戻る」をタップする。

設定編機器を編集する

機器設定編集 【アダプターランプ設定】

目 次
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機器を編集する 設定編

機器設定編集 【接続アダプター情報】

【お知らせ】

 ◆接続アダプターが見えない設置の場合、ランプの確認はで

きません。

現在の接続アダプターのファー
ムウェアのバージョン情報を確
認する場合は「接続アダプター情
報」をタップする。

■無線LAN接続アダプターの場合
 ◆接続アダプターのすべてのラ
ンプが約３分間点滅します。 
無線LAN接続アダプターに
[TEST]ランプがある場合は、
[TEST]ランプのみ最長約3分
間点滅します。

■有線LAN接続アダプターの場合
 ◆接続アダプターのすべてのラ
ンプが約３分間点滅します。

目 次
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機器設定編集 【機器ロック設定】

【ご注意】
 ◆機器ロックコードを忘れた場合は、接続アダプターを初期化して
ください。初期化の方法はホームページに記載のアダプター取扱
説明書（BRP051A41は据付説明書）を参照してください。

 ◆機器ごとにパスワードロック

をかけることができます。

「機器ロック設定」をタップする。

 ◆機器ロックコードは忘れない

ように注意してください。 

忘れた場合は接続アダプター

を初期化する必要があります。 

初期化すると消費電力を含む

データが消去されます。

機器を編集する 設定編 目 次
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機器設定編集 【機器ロック設定】

「パスワードを設定する」をタッ

プする。

機器を編集する 設定編 目 次
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機器設定編集 【機器ロック設定】

機器ロックコードを設定する。

 ◆お好みの４桁の半角数字を入

力します。

途中でやめたい場合は、

「キャンセル」をタップする。

機器を編集する 設定編 目 次
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機器設定編集 【機器ロック設定】

もう一度、機器ロックコードを

入力する。

途中でやめたい場合は、

「キャンセル」をタップする。

機器を編集する 設定編 目 次
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機器設定編集 【機器ロック設定】

【お知らせ】

 ◆機器ロックが設定されると機器のアイコンにカギマークが表示

されます。カギアイコンを操作するとロックコード入力画

面が表示されます。

 ◆機器ロックコードが設定され

ました。 

機器ロックコードは忘れない

ように注意してください。 

忘れた場合は接続アダプター

を初期化する必要があります。 

初期化すると消費電力を含む

データが消去されます。

「完了」をタップする

 ◆「機器設定編集」画面に戻りま

す。

機器を編集する 設定編 目 次
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機器設定編集 【機器ロック設定／変更／解除】

 ◆機器ロックコードが設定され

ている場合に「機器ロック設

定」をタップすると、変更と解

除の画面が表示されます。 

機器ロックコードを変更する

場合 

「機器ロックコード変更」を

タップし、新しい機器ロック

コードを入力する。 

機器ロックを解除する場合 

「機器ロック設定解除」をタッ

プし表示される画面に従って、

ロックコードを解除する。

機器を編集する 設定編 目 次
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機器を編集する 設定編

その他の確認を行う

機器一覧表示の「その他」をタッ

プする。

 ◆以下の内容が確認できます。

「アプリについて」

「サポートページ」

「チュートリアル」

「アプリ使用許諾書」

目 次

33



機器を編集する 設定編

その他の画面表示について

「アプリについて」

 ◆「DaikinAPP」のバージョンの

確認や初期化が行えます。

「サポートページ」

 ◆アプリが終了し、インターネット

のサポートページを表示します。

「チュートリアル」

 ◆画面表示についての説明が確

認できます。

「アプリ使用許諾書」

 ◆アプリ使用許諾書を表示します。

目 次
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機器を編集する 設定編

アプリについて

【お知らせ】

 ◆アプリの初期化は機器一覧画面からのみ行うことができます。

 ◆アプリのバージョンが確認で

きます。

外から操作の「ログインID」や 

「パスワード」の入力情報を 

初期化したい場合は 

「アプリ初期化」をタップする。

目 次
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機器を編集する 設定編

アプリについて

「初期化する」をタップする。

 ◆アプリを初期化すると「ログイ

ンID」と「パスワード」の入力

情報を初期化します。 

外から操作をする場合は、再

度ログインID、パスワードを

設定してください。

目 次
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機器を編集する 設定編

アップデート情報

【お知らせ】

 ◆アップデートに失敗した場合は無線LANやインターネットの通

信状態が不安定となっている可能性があります。 

もう一度、タップしてアップデートを行ってください。

 ◆お知らせマーク（青色）が表示

されている場合は、接続アダ

プターのファームウェアの最

新があることをお知らせして

います。 

タップして、操作画面に従っ

てアップデートしてください。

目 次
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エアコンを運転する 操作編

運転／停止

【お知らせ】

 ◆機器ロックコードが設定されている場合はアイコンにカギマー

クが表示されます。画面に従って機器ロックコードを入力

して操作してください。

アプリを起動させ、操作する機

器をタップする。

 ◆機器が停止中の場合は灰色の

アイコンで表示されます。

目 次
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エアコンを運転する 操作編

運転／停止

【お知らせ】受信音について
 ◆スマートフォンからエアコンを操作する場合は、エアコンから
の受信音は鳴りません。故障ではありません。 

（一部の機種では受信音や音声でお知らせします。）

 ◆操作画面が表示されます。
【温度と湿度表示について】

 ◆機種によっては、湿度を表示しない
場合や、停止中／運転開始直後に屋
外温度を表示しない場合があります。
 ◆表示される温度や湿度は目安
としてご使用ください。
 室内 
エアコンが検知したお部屋の
温度や湿度を表示します。
 屋外 
エアコンが検知した屋外の温
度を表示します。
 ◆「運転」をタップすると表示してい
る「運転モード」「設定温度」「設定
しつど」で運転が開始されます。

目 次
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エアコンを運転する 操作編

運転／停止

【お知らせ】

 ◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（高温防止切換

設定中）は、停止操作はできない場合があります。

 ◆「停止」をタップするとエアコ

ンが停止します。

目 次
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運転モードを変える 操作編

運転モード

【お知らせ】

 ◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（高温防止切換設定

中）は、運転モードは操作できない場合があります。

「運転モード」をタップする。

目 次
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運転モードを変える 操作編

運転モード

【運転モードと風量について】

 ◆運転モードを変更した場合は、風量は「自動」になります。

 ◆「自動」「冷房」「暖房」「送風」「除

湿」「加湿」から設定できます。

ご希望の運転モードを選択し、

「OK」をタップする。

 ◆表示される運転モードはエアコ

ンの機種によって異なります。

【運転モード例】

「自動」「冷房」「暖房」「送風」 

「除湿」「加湿」

目 次
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設定温度を変える 操作編

設定温度

【お知らせ】

 ◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝

暖房運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転、高温防止切

換設定中）は、設定温度は操作できない場合があります。

「設定温度」をタップする。

 ◆「自動」「冷房」「暖房」モードの

ときに設定できます。

目 次
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設定温度を変える 操作編

設定温度「運転モードが自動の場合」

お部屋の温度を下げたいとき

「ー（温度を下げる）」を選択する。

お部屋の温度を上げたいとき

「＋（温度を上げる）」を選択する。

お部屋の温度を変更しないとき

「現在設定温度」を選択する。

「OK」をタップする。

 ◆「現在設定温度」とは、エアコン

が室内、屋外温度から決定した

温度です。

目 次
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設定温度を変える 操作編

設定温度「運転モードが冷房・暖房の場合」

【お知らせ】

 ◆エアコンの機種によっては、設定温度の範囲が異なります。

 ◆表示される設定温度の範囲は運

転モードによって異なります。

ご希望の設定温度を選択し「OK」

をタップする。

【運転モードと設定温度範囲につ

いて】

「冷房」：１８～３２℃

「暖房」：１４～３０℃

【初期設定温度について】

「冷房」「暖房」：２５℃

目 次
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設定しつどを変える 操作編

設定しつど

【お知らせ】

 ◆運転モードが「送風」のときは、設定しつどは操作できません。

 ◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝暖房

運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転、美肌運転、高温防

止切換設定中）は、設定しつどは操作できない場合があります。

「設定しつど」をタップする。

 ◆エアコンの機種によっては設

定できません。

目 次
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設定しつどを変える 操作編

設定しつど

【初期設定しつどについて】

「自動」：標準

「冷房」「暖房」：OFF

「除湿」「加湿」：50％

 ◆表示される設定しつどの範囲

は運転モードやエアコンの機

種によって異なります。

ご希望の設定しつどを選択し

「OK」をタップする。

【運転モードと設定しつど範囲に

ついて】

「自動」：OFF、低め、標準、高め

「冷房」：OFF、50、55、60％ 、

連続

「暖房」： OFF、40、45、50％ 、

連続

「除湿」：50、55、60％ 、連続

「加湿」：40、45、50％ 、連続

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定

「タイマー設定」をタップする。

 ◆エアコンの機種によってはタ

イマー設定が表示されません。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定

「編集」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【タイマー編集】

「追加」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【設定時刻】

 ■７：００に「運転」する場合

「設定時刻」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【設定時刻】

【お知らせ】

 ◆「停止」と同じ時刻に「運転」を設定した場合は、「停止」が

優先されます。

 ■７：００に「運転」する場合

「運転」する時間を選択し「設定」

をタップする。

 ◆１分単位で設定できます。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【エアコン設定】

 ■７：００に「運転」する場合

「運転」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【繰り返し】

 ■７：００に「運転」する場合

 タイマー設定が繰り返される

曜日を設定する。

「繰り返し」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【繰り返し】

 ■７：００に「運転」する場合

タイマー設定を行いたい曜日を

選択する。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定

する場合

選択後、「設定」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【設定】

【お知らせ】

 ◆曜日がすべて選択されている場合は「毎日」と表示されます。

 ■７：００に「運転」する場合

タイマー設定の内容を確認し「設

定」をタップする。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定

する場合

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【タイマー編集】

 ◆タイマー設定の内容を確認し

ます。

 タイマー設定を編集したい場

合は編集するタイマーの設定

をタップする。

 タイマー設定を新たに追加す

る場合は「追加」をタップする。

 タイマー設定を終了する場合

は「完了」をタップする。

 ■８：３０に「停止」を新たに追

加する場合 

「追加」をタップする。

目 次

57



タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【設定時刻】

 ■８：３０に「停止」を新たに追

加する場合

「設定時刻」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【設定時刻】

【お知らせ】

 ◆「停止」と同じ時刻に「運転」を設定した場合は、「停止」が

優先されます。

 ■８：３０に「停止」を新たに追

加する場合

「停止」する時間を選択し「設定」

をタップする。

 ◆１分単位で設定できます。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【エアコン設定】

 ■８：３０に「停止」を新たに追

加する場合

「停止」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【繰り返し】

 ■８：３０に「停止」を新たに追

加する場合

 タイマー設定が繰り返される

曜日を設定する。

「繰り返し」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【繰り返し】

 ■８：３０に「停止」を新たに追

加する場合

 タイマー設定を行いたい曜日

を選択する。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定

する場合

選択後、「設定」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【設定】

 ■８：３０に「停止」を新たに追

加する場合

タイマー設定の内容を確認し「設

定」をタップする。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定

する場合

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【タイマー編集】

 ◆タイマー設定の内容を確認し

ます。

「完了」をタップするとタイマー

編集を終了します。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定

する場合

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【有効／無効】

タイマー設定の「ON」「OFF」は

タップするごとに切り換わる。

タイマー設定を終了する場合は

「戻る」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【確認】

 ◆タイマー設定の内容を確認し

ます。

タイマー設定の編集をする場合

は「タイマー設定」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【編集】

タイマー設定を追加、編集、削

除するには「編集」をタップする。

目 次
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タイマー運転を使う 操作編

タイマー設定 【追加／修正／削除】

 ◆「追加」をタップすることで新

しく設定することができます。

 ◆４つまでタイマー設定を追加

できます。

 ◆設定を「修正」や「削除」したい

場合は、既存のタイマーの設定

をタップすることで行えます。

目 次
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オプション機能を使う 操作編

スマホランドリー

【お知らせ】

 ◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝暖

房運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転、美肌運転）は、

スマホランドリーは操作できません。

 ◆室内、屋外温度に応じて、除湿、

冷房、暖房を選び、洗濯物を

乾かすのに適した温度になり

ます。

 ◆お部屋に人がいない場合にご

使用ください。

 ◆エアコンの機種によってはス

マホランドリーが表示されま

せん。

「オプション機能」をタップし、

「スマホランドリー」をタップす

る。
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オプション機能を使う 操作編

スマホランドリー 【ON／OFF】

【お知らせ】

 ◆停止する場合、操作画面の「停止」をタップしてもスマホラ

ンドリー運転は停止します。

 ■スマホランドリー運転を使用

する場合

「ON」を選択し「OK」をタップす

る。

 ◆スマホランドリー運転が開始

します。

 ■停止する場合

「OFF」を選択し「OK」をタップ

する。

 ◆スマホランドリー運転が停止

します。
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オプション機能を使う 操作編

設定温度プログラム

【お知らせ】

 ◆運転モードが「冷房」「暖房」のときに設定できます。

 ◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝

暖房運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転）は、設定温

度プログラムは操作できません。

 ◆運転モードが「冷房」「暖房」の

場合は温度設定を設定した時

間で変更できます。

エアコンの運転／停止のプログ

ラムの設定はできません。

「オプション機能」をタップし、

「設定温度プログラム」をタップ

する。

【例】

運転モードが「冷房」の場合
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オプション機能を使う 操作編

設定温度プログラム 【運転モード】

 ■運転モードが「冷房」の場合

 ◆冷房運転時のプログラム編集

を行います。

「冷房プログラム編集」をタップ

する。

 ◆運転モードが「暖房」の場合は、

暖房運転時のプログラム編集

を行います。
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オプション機能を使う 操作編

設定温度プログラム 【プログラム編集】

「追加」をタップし、設定時刻と

設定温度を設定する。
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オプション機能を使う 操作編

設定温度プログラム 【プログラム編集】

「設定時刻」「設定温度」をタップ

し、それぞれを設定し、「設定」

をタップする。

【例】

２１：３０に冷房で２８℃の設定
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オプション機能を使う 操作編

設定温度プログラム 【追加／修正／削除】

 ◆設定温度プログラムの内容を

確認します。

「完了」をタップすると設定温度

プログラム編集を終了します。

 ◆「追加」をタップすることで新

しく設定することができます。

 ◆４つまで設定温度プログラム

を追加できます。

 ◆設定を「修正」や「削除」したい

場合は、既存のタイマーの設定

をタップすることで行えます。

目 次

75



オプション機能を使う 操作編

設定温度プログラム 【有効／無効】

【お知らせ】

 ◆設定温度プログラムが有効時は、「運転モード」「設定温度」

「設定しつど」の変更はできなくなります。

プログラムの「有効」「無効」を

タップするごとに切り換え、設

定する。

設定温度プログラムを終了する

場合は「戻る」をタップする。

 ◆操作画面に戻ります。  
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 ◆お部屋の温度が高温になった

ときや、運転の消し忘れなど

をお知らせする機能です。

「お知らせ通知設定」をタップす

る。

お知らせ通知設定

操作編お知らせ通知設定を使う 目 次
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【お知らせ】

 ◆スマートフォンの機種によってはお知らせ通知のポップ

アップ画面が表示されない場合があります。

お知らせ通知設定を「ON」にす

る。

 ◆「ON」にすると消し忘れ通知ま

たは高温通知ができます。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

操作編お知らせ通知設定を使う 目 次
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【お知らせ】

 ◆外から操作のログインをしていない場合でもエアコンの状

態がスマートフォンに通知されます。

「OK」をタップする。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

操作編お知らせ通知設定を使う 目 次
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【お知らせ】

 ◆現在の通知設定を表示します。

「戻る」をタップする。

 ◆操作画面に戻ります。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

操作編お知らせ通知設定を使う 目 次
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 ◆エアコンからのお知らせ通知

が有る場合は、お知らせ履歴

の欄に未読の最新お知らせを

１件表示します。

 ◆お知らせ通知がない場合や、

お知らせ通知が既読の場合は、

お知らせ履歴のバーのみ表示

されます。

 ◆「エアコンからのお知らせ履

歴」をタップすると、お知らせ

通知一覧が表示されます。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

操作編お知らせ通知設定を使う 目 次
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消費電力を確認する 操作編

消費電力

【お知らせ】

 ◆エアコンの機種によっては「消費電力」は表示されません。

 ◆エアコンの消費電力を確認す

ることができます。また、電

気代の単価を入力しておくと

電気代の目安も確認できます。

「消費電力」をタップする。
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消費電力を確認する 操作編

消費電力 【目標値設定】

 ◆電気代の目標値を設定しておく

と、グラフ上に目標値がピンク

色で表示されます。

「目標値設定」をタップする。
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消費電力を確認する 操作編

消費電力 【目標値設定】

電気使用量の１ヶ月の目標金額

を設定し「設定」をタップする。

 ◆設定なし～１０,０００円まで

設定できます。（１００円単位）
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消費電力を確認する 操作編

消費電力 【電気代単価】

 ◆電気代の目安になる単価を設

定しておくと、電気代が棒グ

ラフによって表示されます。

「電気代単価」をタップする。
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消費電力を確認する 操作編

消費電力 【電気代単価】

電気の料金単価を設定し「設定」

をタップする。

 ◆１円/kWh～５０円/kWhまで

設定できます。（１円/kWh単

位）
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消費電力を確認する 操作編

消費電力 【週間・年間】

【グラフの表示色について】
■年間表示の場合
　⃝グレー…前年の使用量　　⃝黒………今年の使用量
　⃝青………今月の使用量　　⃝ピンク…目標値（円表示の場合のみ）
■週間表示の場合
　⃝青………今日の使用量　　⃝黒………今週の使用量

 ◆週間および年間の累計消費電
力が確認できます。

週間の消費電力を確認する場合

は「一週間」をタップする。 

年間の消費電力を確認する場合

は「年間」をタップする。

 ◆「kWh」をタップすると消費電力量を

グラフ表示します。「円」をタップす

ると電気料金がグラフ表示します。

 ◆青色のグラフは、今月や今日の使用

量（kWh）と、登録された「電気代単

価」を掛け算した金額を表示します。
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リモコン操作 操作編

外から操作

【お知らせ】

 ◆スマホランドリーの操作は出来ません。

 ◆インターネットを介して、ご

自宅の外からエアコンを操作

します。

「外から操作」をタップする。

目 次
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リモコン操作 操作編

外から操作

【お知らせ】

 ◆外部からの遠隔操作が無効なときにも「外から操作」は表示されます。

 ◆機器一覧画面が表示された場合は、「外から操作」をタップ

するとログイン画面が表示されます。

ログインIDとパスワードを入力

し「ログイン」をタップする。

 ◆外からの操作を行う場合は、

初期設定が必要となります。

初期設定方法は、設定編の「外

から操作設定」を確認してくだ

さい。

 ◆パスワードを忘れた場合は、

ご自宅の無線LANにスマート

フォンを繋げて機器一覧画面

左上にある「編集」をタップし

て、「機器設定編集」の「外から

操作設定」から確認できます。
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お知らせ情報が通知されている

場合は、ログインIDの末尾に（N）

が表示されます。

 ◆エアコンの機種によっては表

示されません。

外から操作

操作編リモコン操作 目 次
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リモコン操作 操作編

外から操作

操作する機器をタップする。
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リモコン操作 操作編

外から操作

【お知らせ】

 ◆スマホランドリーの操作は出来ません。

 ◆外から運転操作後に、接続アダプターとインターネットの間で、

約24時間通信が出来なかった場合は、自動的にエアコン

の運転を停止します。

 ◆「外から操作」には一部設定で

きない機能があります。

 ◆外から操作した場合は、設定

が反映されるまで約１分かか

ります。その間、設定を数回

変更しても、最後の操作のみ

が反映されます。

 ◆操作してから２分間は他のス

マートフォンからの操作は受

付できません。
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こんな表示のときは 必要なときに

機器一覧画面で機器が見つからない

【お知らせ】

 ◆問題が解決しない場合は、ご自宅のインターネット環境、およ

び接続アダプターの状況を確認してください。（「よくある

ご質問」を参照ください）

 ◆機器が見つからないときに表示さ

れます。「更新」ボタンをタップし、

数回行っても機器が表示されない

場合は次を確認してください。

＜ご自宅内での設定＞

 ◆ご使用のスマートフォンがご自

宅のネットワークに接続されて

いることを確認してください。

＜ご自宅の外からの操作＞

 ◆「外から操作」をタップし、正しい

ログインIDとパスワードが入力さ

れていることを確認してください。
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こんな表示のときは 必要なときに

エアコンと接続アダプターが通信できないとき

 ◆室内ユニットと接続アダプ

ター間の通信異常が発生し、

操作できないときに表示され

ます。 

接続アダプターの接続コード

を確認してください。
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こんな表示のときは 必要なときに

エアコンでエラーが発生しているとき

 ◆エアコン本体の運転ランプが

点滅し、エラーが発生してい

るため、操作できないときに

表示されます。 

詳しくはエアコン本体に付属の

取扱説明書の「故障かな？と

思ったら」を参照してください。
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よくあるご質問 必要なときに

［POWER］ランプが点灯しない

 ■接続アダプターが見える設置の場合

 ◆接続アダプターが正しく据付けされていない可能性があります。

→ 据付けの確認をしてください。

 ◆接続アダプターが動作不良を起こしている可能性があります。

→ エアコンの電源を入れ直してください。

目 次

96



よくあるご質問 必要なときに

機器一覧画面で機器が見つからない

【お知らせ】

 ◆上記をお試し頂いても解決されない場合は、対応外のスマート

フォンや無線LANアクセスポイントをご使用になっている

可能性があります。

 ◆接続アダプターが見える設置の場合は［RUN］ランプが点灯して
いることを確認してください。

 ◆更新ボタンを押してください。

 ◆接続アダプターが見えない設置の場合や、［RUN］ランプの点灯が確認で
きない場合はホームページにあるアダプター取扱説明書（BRP051A41
は据付説明書）に記載の簡単設定もしくは詳細設定を行ってください。

 ■無線LAN接続アダプターの場合

 ◆ルーター（無線LANアクセスポイント）を接続アダプターや室内
ユニットの近くに移動してください。

 ■有線LAN接続アダプターの場合

 ◆HUBやルーターのLANポートのリンク状態を確認ください。 
確認方法はHUBやルーターに付属の説明書を参照してください。
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必要なときに保証とアフターサービス

 ◆保証書（別添）の記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してく

ださい。

 ◆保証期間はお買い上げ日から１年間です。

＜保証期間中＞

　保証書の規定に従って出張修理させていただきます。

　その際には、「保証書」をご提示ください。

＜保証期間経過後＞

　修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。

　修理料金は、技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

 ◆接続アダプターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後６

年です。

 ◆「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要

な部品のことです。

保証について

補修用性能部品の保有期間について

目 次

98



　

名 称 無線LAN接続アダプター

機 種 名 BRP051A41

同 梱 品 据付説明書　１部

外 形 寸 法 無線LAN接続アダプター本体
【高さ】 88㎜ ×【幅】 58㎜ ×【奥行】 24.5㎜

質 量 約50g（接続コードを除く）

消 費 電 力 0.2W以下 
（無線LAN接続アダプター本体単品）

項　　目 機能概要

無 線 部■

仕 様

対応規格 IEEE 802.11b

チャネル １～13CH

必要なときに仕様 目 次
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名 称 無線LAN接続アダプター

機 種 名 BRP072A41

同 梱 品
取扱説明書　１部 

据付説明書　１部

外 形 寸 法 無線LAN接続アダプター本体
【高さ】 79㎜ ×【幅】 52㎜ ×【奥行】 17.5㎜

質 量 約40g（接続コードを除く）

消 費 電 力 1.2W以下 
（無線LAN接続アダプター本体単品）

項　　目 機能概要

無 線 部■

仕 様

対応規格

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n（2.4GHz）

チャネル １～11CH

必要なときに仕様 目 次
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名 称 有線LAN接続アダプター
機 種 名 BRP061A41

同 梱 品
取扱説明書　１部 

据付説明書　１部

外 形 寸 法 有線LAN接続アダプター本体
【高さ】 141㎜ ×【幅】 78㎜ ×【奥行】 30㎜

質 量 約100g（接続コードを除く）

消 費 電 力 1.2W以下 
（有線LAN接続アダプター本体単品）

 ■使用可能なLANケーブル仕様

対 応 規 格

IEEE 802.3 
（10BASE-T、Cat5 または Cat5e）

IEEE 802.3u 
（100BASE-TX、Cat5 または Cat5e）

許 容 外 径■
サ イ ズ 4㎜ ≦ 外径 ≦ 6㎜

そ の 他

ストレートケーブルのみ使用可能 
以下の形状のケーブルは使用禁止
・フラットタイプ　　　　・極細ケーブル
・巻き取り式ケーブル

必要なときに仕様 目 次
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